
   

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険部研修会報告 
保険部研修会開催 京都社会福祉会館３階第５会議室 

「あはき療養費 受領委任制度への制度改革 受領委任の取り扱いについてこれからの対応と準備」 

 ７月２１日（土）京都社会福祉会館３階第５会議室において９１名の参加で保険部研修会が開催されま

した。第１部では、保険部部長江田元一先生より「あはき療養費受領委任制度への取り扱いとこれからの

対応と準備」について、「療養費の基本と受領委任制度」、「平成３１年１月からの受領委任制度の仕組み」

についての説明がありました。 

保険部研修会 

 



   

 

  

 

 

 

 

従来の取り扱いとの相違点について 

●平成３０年１０月１日からの変更について 

 ・口頭同意の廃止 

 ・同意期間３ヶ月から６ヶ月に変更 

 ・同意書の書式変更 

 ・施術報告書の算定 

●平成３１年１月施行の受領委任制度について（義務化されるもの努力義務含む） 

 ・領収書、一部負担金明細書の交付 

 ・往療内訳書の添付 

 ・カルテ５年間の保存義務 

 ・カルテの整備 

 ・申請書の様式と記載事項 

 ・施術報告書 

 ・受領委任の規程について 

 第２部では樋口職員より近畿厚生局（京都事務所）への申請に関する提出書類・添付書類についての説

明がありました。最後に近畿厚生局（京都事務所）から「速やかに申請していただくようお願い致します。」

とのお話もある事から早めに申請をお願いしますとのお話でした。会員の先生からは、同意書の書式につ

いてや施術報告書についての質問がありました。 

 

【広報部】 



   

 

  

 

会活動・ニュース news 

平成２９年度生涯教育修了者 
（公財）東洋療法研修試験財団による生涯教育の平成２９年度修了者一覧です。 

以下は（公財）東洋療法研修試験財団による生涯教育研修課程（医学教養 基礎医学 臨床）を修了した

先生です。 

  

福知山災害ボランティア活動報告 

7月5日からの京都北部地方の集中豪雨により5名の死者と多くの被災者が出ました。 

本会においても、早速対策本部を立ち上げ、情報の収集にあたりました。 

幸いに会員全員の安否が確認でき、安堵しました。 

７月15日16日18日本会と鍼灸師会と共同で現地に赴き、全国から沢山のボランティアが集まる中、

私たちはボランティアセンター福知山武道館にて35名の方に鍼マッサージの施術を行ってきました。今

回、鍼灸師会と共同でボランティア活動が出来ました。この先は他の団体とも積極的に共同し、地域の人々

を始め、たくさんの人々の為に活動する支援団体として未来への期待を持っています。 

本会からの参加者：伊関・山口・吉田・大槻・吉舎・各先生お疲れ様でした。 

鍼灸地域支援ネットの日比先生、ご指導ありがとうございました。    【洛中ブロック 朝田聖二】 

氏名　　　 　治療院又は勤め先　　 　電話番号　 住所

江田元一 江田鍼灸治療院　　 075‐712‐0122 京都市左京区田中北春菜町31‐2

大槻拓生 たなかスポーツ鍼灸整骨院 0773‐27‐8595 福知山市石原2丁目304

吉舎定良 デイウォーカー 090‐4491‐1962 京都市下京区船鉾町382－2

加藤秀次 京都府立盲学校

田中光博 たなかスポーツ鍼灸整骨院 0773‐27‐8595 福知山市石原２丁目304

田渕茂彦 京都府立盲学校

松島　誠 松榮治療院 075‐702‐9522 京都市左京区修学院中林町23

山内敏司 山内治療院 075‐241‐3832 京都市中京区空也町495‐1‐201

吉田直樹 しんきゅうしあつ館ヨシダ 0772‐68‐1470 京丹後市大宮町大野181‐6

準備風景 



   

 

  

 

 

法 制 だ よ り    今月の報告 

 

１．指導要請 

（１）京都市 医務衛生課へ５件 

  国家免許者による違法広告 ３件 

  無免許者による違法広告 ２件 

（２）中丹西保健所へ１件 

  無免許者による違法広告、違法業務 １件 

２．無免許対策者協議 

６月１４日（木）京都市担当者と無免許者対策協議 

  場所 京都市医務衛生課 

  出席者 京都市３名、本会から森、山﨑 

  協議内容 

（１） 新年度挨拶 

３０年度、京都市医務衛生課医務担当課長の変更に伴い、現状までの経過報告を行った。 

（２） 本会からの提案、要望事項 

① ホテル旅館のマッサージ業務に関する無免許者対策について 

京都府、京都市のホテル旅館組合に、マッサージ業務を行う者に対して、厚労大臣保有証（又

は免許証）の確認、又は医務衛生課に免許の有無を行う旨を通知していただきたい。 

【京都市の回答】 

通知を行う。 

※ 京都市からホテル旅館組合へ通知が出された後に、本会から同組合に加盟するホテル旅館全

てに、同様の文書を送付します。 

② 施術所名称について 

「鍼灸整体院」等、認められていない名称について、指導のお願い。また、それらの名称の開

設届を受理すべきでないことを提案。 

【京都市の回答】 

現在、認められていない名称については受理していない。また、すでに開設中の認められて

いない名称については、広告法によって指導を行なう。 

③ 違法広告について 

指導要請を行っている中で、幾度に渡り指導が行われている施設があるが、改善がない場合は、

罰金等の罰則規定があるが、法に基づく措置は取っていただけないのか。 

【京都市の回答】 

 罰金等の罰則を行うのは警察が行うことである。警察との連携が取れていないため、今後の

課題である。 

④ その他 



   

 

  

 

整体の「厚生労働大臣認可」表記は、市民に誤認を与えるとして、違法広告であることを改め

て確認。職業としての認可を受けているこの団体が、学校展開を行っていることについて、今

後も注視する。 

本日の協議、及び、課題事項については、森理事が、全鍼法制局として厚生労働省との協議を

行う中で、今後、広告等のガイドライン作成の参考資料とする。 

【法制部長 山﨑宣彦】 

 

お知らせ・ご案内    information 
平成３０年度中央学術大会開催のお知らせ 

日   時  ９月２日（日） １０：３０～１６：４５ 

場   所  京都社会福祉会館４Ｆホール           

          京都市上京区猪熊通丸太町下る中之町519（二条城北側） 

メインテーマ 「現代社会における鍼灸マッサージ師の役割」      

午前の部 公開講座（入場無料） 

受付時間  ９：３０～ 

開講式   １０：００～ 

講演１．   １０：３０～１２：００ 

テーマ「夢への挑戦」     

～ 目は見えなくても夢は見れる ～ 

マラソンとの出会いからオリンピックを目指して走り始める 

人間には５つの感覚があるが、私は４つの感覚をうまく使い 

サポートしてくれる人がいれば大部分のことが出来る 

    講師 アトランタパラリンピック マラソン金メダリスト 

      早稲田鍼灸院 院長 柳川 春己 先生 

午後の部 教育講座 （有料） 

有資格者、大学生・専門学校学生対象の講演 

     学術講演 会員１０００円 学生５００円 非会員２０００円 

  講演２． １３：００～１４：３０ 



   

 

  

 

「牽引性運動法の理論と実技」 

講師  元サントリー男子バレーボールチーム専属トレーナー 

松浦鍼灸大学堂 院長 松浦 英世 先生 

  講演３． １４：４５～１６：１５ 

「スポーツ障害に対する鍼灸治療」 

     講師  明治国際医療大学 教授 博士（鍼灸学） 井上 基浩 先生 

    閉講式   １６：１５～ 

東京オリンピック開催でスポーツに対して国民の関心度が強くなっています。 

スポーツ鍼灸・マッサージにお役立て頂きたく講演内容を考えました。 

多くの先生方のご出席をお待ちしております。 

昼食が必要な方はお申込み下さい。弁当・お茶代1000円 

※日程の都合で講師・テーマの変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。  

※悪天候中止の場合は８月３１日（金）１６：００～１８：００に電話かホームページに掲載しますの

で確認して下さい。                                  

申込先  京都府鍼灸マッサージ師会 

師会事務所  電話０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ０７５-８２１-２３９０ 

申込み締切  8月２６日（日）まで                      【学術部】 

第2回生涯教育講座開催のお知らせ                

京都北部の会員様より一度、京都北部で生涯教育講座を開催してほしいと要望が有りましたので、今回は

福知山市ではじめて開催します。 

京都からの会員の皆様、是非とも多くの参加を賜りますようご案内申し上げます。 

 

講座２（臨床４単位） 

日  時 10月28日（日） １３：００～１６：１０   

場  所  交流プラザふくちやま 4階1会議室 （福知山駅北側出口を出て徒歩1分） 

福知山市駅前町400番地  

定  員 ３０名 

テ ー マ 「鍼・マッサージ手技療法 」  

  講  師 京都府鍼灸 マッサージ師会 

                    鍼担当       玲子鍼灸マッサージ院       中村玲子 先生    

マッサージ担当   マッサージ・指圧京都洛東悠々館 戸中照之 先生               



   

 

  

 

  参 加 費 会員500円 一般1000円 学生500円 

申 込 先 本会事務所に住所・氏名・所属・懇親会出欠を知らせて下さい。 

電 話 ０７５-８０３-６０７８  申込み締切 １０月２５日（木）まで 

日程・演題は、講師の都合で変更する場合がございます。ご了承ください。 

終了後、懇親会を企画しています。 

肉匠坂井（焼肉食べ飲み放題120分）懇親会会費4000円 

 

アクセス電車（ＪＲ） 
   

京都発  普通 ９：５８ 特急 １０：２５ 特急 １１：２５ 

二条発    １０：０２     １０：３０     １１：３０ 

福知山着    １２：０４      １１：４４     １２：４０ 

 

国際親善大会 第１８回２０１８歴史街道丹後１００ｋｍ 

ウルトラマラソンマッサージボランティア募集 

日時：９月１６日（日）１１：００～１８：３０ 

場所：京都府丹後市網野町アミティ丹後 体育館 

内容：１００ｋｍ２６００人 ６０ｋｍ１４００人  スタート４：３０ 大会終了時間１８：３０ 

    過酷なマラソン選手のボランティアケアマッサージ 

※大会主催者と詳細協議中の為、変更事項がある場合は参加者に後日お知らせします。 

 参加協力者申込み先 京都府鍼灸マッサージ師会 

   電話０７５-８０３-６０７８ ＦＡＸ０７５-８２１-２３９０ 

 申込み期限 ８月３１日（金） 

「第１７回東洋療法推進大会 in鹿児島」のご案内 

………     おじゃったもんせ！！ かごんま大会    ……… 

 

大会 テーマ  「 明治維新150年と東洋療法 ～敬天愛人～ 」 



   

 

  

 

開 催 日 時   平成30年10月14日（日）12時～15日（月）13時 

会    場   鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島市与次郎1丁目8番10号  

TEL099-253-2020  http://www.sunroyal.co.jp/  

 参 加  費   全鍼師会会員 10,000円（付添無料） 一般有資格者 15,000円 

           学  生    学校申込 2,000円／当日3,000円 

 

 特 別 講 演    10月14日（日）12時40分～14時10分 

講 師  原口 泉 先生     演 題 「 西郷隆盛の文明観 」   

 分 科  会  （暫定です） 

      分科会1・2  14日(日) 14：20～15：50  （2会場が同時進行） 

【災害対策】（講師：JIMTEF 小西惠一郎氏）【保険局①】受領委任制度他 

分科会3・4  14日(日) 16：00～17：30  （2会場が同時進行） 

【鹿児島師会】（講師：松崎敏雄医師）   【保険局②】受領委任制度他 

分科会5・6  15日(月)  9：00～10：30  （２会場が同時進行） 

【学術局】臨床発表 

【法制局＆視覚障害局】あはきの広告制限と19条問題（講師：厚生労働省より） 

       分科会7・8  15日(月) 10：40～12：10  （２会場が同時進行） 

【スポーツ】キャンプ地での活動について【健康つくり】あはき師の機能訓練指導員 

鹿児島県師会担当の分科会 3 は、南九州独特の風土病 HAM（白血病の一種、HTLV-１関

連脊髄症）の診断と、合併症への治療法について当分野専門の医師が講演いたします。 

懇 親  会   14日（日）   18：30～20：30     参加費 10,000円 

お 問 合 せ   全鍼師会事務局   電話 03-3359-6049 

申 し 込 み    参加を希望される方は事務所まで申込書をご請求下さい。 

申込受付期間    平成30年8月1日（水） ～ ８月２５日（土） 

 

会場ホテルの紹介  

会場となる鹿児島サンロイヤルホテル、客室からの眺めは、目の前に桜島の雄姿が広がり、錦江湾

を行き交う船の白い航跡はより一層の旅情をそそります。大会は当ホテルの2階を全面的に使って

開催されます。2階の3ホールを連結すると1,000名以上のお客を迎えられます。メインホール

の「太陽の間」で開会式、記念講演、懇親会を行い、メインホール両側の「開聞の間」や「高隈の

間」で分科会を行います。他の部屋を全鍼実行委員会控室や全鍼事務局控え室兼鹿児島県実行委員

会控室そして来賓室として使い、2階のロビー・フロアや廊下は大会受付と協同組合業者展示に使

用いたします。客室は4階から11階まであり、最上階の13階では目の前に広がる雄大な桜島の

湯景色を眺めながら、サウナを完備した開放感あふれる展望温泉浴場を利用することができ、また

スカイラウンジ、スカイバーを楽しむこともできます。当ホテルの敷地内に専用の駐車場 220 台

分があります。 

鹿児島市内の主な観光名所  

鹿児島のシンボルはやっぱり西郷さんと桜島！ 鹿児島市内の観光は市営バスの「カゴシマシティ

ビュー」に乗って巡るのがおすすめです。“鹿児島中央駅”の東４番乗り場からバスは出ます。大人

600 円の 1 日乗車券を購入すると好きな停留所で下車でき、どの停留所からも何回でも乗車でき

http://www.sunroyal.co.jp/


   

 

  

 

るので、自分のペースで観光ができます。鹿児島中央駅を出発して、維新ふるさと館、西郷どん大

河ドラマ館、西郷銅像、薩摩義士碑、西郷洞窟、西郷南洲顕彰館、今和泉島津家本邸跡（篤姫誕生

地）、仙巌園、かごしま水族館 (桜島桟橋)、ドルフィンポートなどを巡ることができます。始発 9

時、最終は17時20分で30分毎に運行されます。同じバスに乗っていると１時間で鹿児島中央

駅に戻ってきます。民営バスの「まち巡りバス」も同じようなコースで鹿児島中央駅発、20 分毎

に運行され1日乗車券は大人500円です。 

敬天愛人  

大会テーマにある敬天愛人（けいてんあいじん）という言葉は、 西郷隆盛が好んで使い、よく揮毫

した言葉です。この敬天愛人という言葉には、西郷の自己修養のための目標と、信仰的でもある天

命に対する自覚という考え方が含まれています。「天を敬い、人を愛する」と読みますが 

「敬天」は天をおそれ敬うこと。「愛人」は人をいつくしみ愛することです。西郷隆盛が学問の目的

を述べた語として有名です。 

鹿児島県師会 会長 松 元 健 一 

全鍼師会監事    今 村   茂 

 

会員掲示板   

 「びわ湖トライアスロン大会 鍼マッサージケア」報告 

去る6月17日、京都マラソン鍼マッサージケアでい

つもご協力頂く滋賀の先生のお手伝いの為、早朝から近

江八幡国民休暇村に行ってまいりました。 

「第 4 回びわ湖トライアスロン in 近江八幡」の競技大

会にて競技後の鍼マッサージケアです。 

沖縄が台風で大変な日でしたが、琵琶湖は快晴で爽やか

な風が吹き、選手にとってはベストコンディションだっ

たようです。例年、ケアスペースがゴールや表彰式が行

われる場所から離れている為、なかなか認知していただ

けないようですが、施設内アナウンスもお願いしたお陰

で、施術者 5 名にて 28 名の選手にケアを行うことが出来ました。競技大会では、競技終了後の表彰式、

帰り支度などで選手に時間の余裕がない為、受療者は少ないです。ただ、早いスタートの学生達が昨年に

引き続きチームメイトを誘って来てくれた事は大変嬉しかったです。効果を実感してくれて、セルフメン

テナンスの方法などを質問してくれているのが印象的でした！ 

このようにして選手の皆さんがケガなくベストを尽くせるお手伝いが出来る事は嬉しい限りです。 

今年は伊吹もぐさの(株)山正がお灸とマラソンという試みでシーズン 100 大会を目指して活動されてい

るそうで、受付のお手伝いとお灸体験をしていただきました。 

最後になりましたが、ご準備くださる近江八幡鍼灸マッサージ師会の先生方、あたたかく迎えていただき

ありがとうございました。 

【スポーツケア部 戸中照之】 

 


